
奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

応募期間 応募方法

公益財団法人
富山文化財団

〈課　程〉  学部、院
〈学　年〉  不問
〈学部/研究科〉  不問
〈国籍等〉国籍不問。但し、出願書類・面接選考・採用後の
財団との連絡等全て日本語で対応できることを条件とする。
〈その他〉
・「楽しく豊かな遊び文化」「子供の教育と健やかな成長」「日
本のものづくり」のいずれかに関わる事柄について、目標を
持って学業に取り組んでいること。
・学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とす
ること。
・11月下旬開催の認定証授与式・交流会への出席と、12～2
月の活動報告書および3月の期末総合レポートの提出など
の、奨学生の義務を履行できること。

〈支給期間〉
2021年4月～2022年3月までの1年間

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://www.tomiyama-cf.or.jp/index.html

可 給付 年30万円
2021年7月8日～7月21日

消印有効

〈応募方法〉
財団HPより出願書類をダウンロードし
受付期間中に財団へ郵送。
http://www.tomiyama-cf.or.jp/index.html

〈応募書類提出先〉
〒124-0012
東京都葛飾区立石三丁目１９番３号
タカラトミーホンデンビル
公般財団法人富山文化財団　事務局

〈問い合わせ先〉
財団HPのお問い合わせフォームよりお願
いします。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2021年5月19日　本部奨学厚生課奨学チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 申込期間・申込先

下記のすべてに該当すること

公益財団法人  ・ 2021年4月1日現在、20歳以下の者。 可 【　月　額　】 申込期間

日本通運育英会  ・ 保護者等が交通事故により死亡し、または後遺障害が 給付 ： 30,000円 2021年6月1日（火）

    存するに至った場合。 ～6月30日（水）

(障害の程度は日本通運育英会のHP参照）

 ・ 生活保護世帯、またはそれに準ずる程度の困窮度の家庭 申込先

　日本通運育英会事務局

　　　詳しくは財団HPをご確認ください。

　　　　http://www.nittsu-ikueikai.or.jp/bosyu.html

　　※推薦書　1年生→出身高校に依頼

　　　　6月15日までにお申し出ください。

直接応募の奨学金について

教養学部学生支援課奨学資金チーム

　　　　　　　　　2年生→奨学資金チーム（アドミニストレーション棟1階7番窓口）に



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2021年3月17日　東京大学奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
常磐奨学会

〈課 　程〉  学部
〈学 　年〉　不問
〈学　 部〉　不問

〈その他〉
・福島県いわき市、茨城県北茨城市及びその周辺地域居住
者の子弟
・選考は筆記試験と面接。5月14日(金)都内実施、または5
月15日(土)福島県内実施のどちらかを選択。両日とも都合
の悪い場合は財団へ要相談。

〈支給期間〉 採用時から最短修業年限まで

※貸与終了月の6ヶ月後から、貸与を受けた期間の2倍の期
間内に全額無利息返還。
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 http://www.joban-syougakukai.or.jp/

可 貸与

大学生
理系

35,000円

大学生
その他

30,000円

2021年5月12日(水）

 ※財団必着

〈応募方法〉
財団の「奨学生願書」に連帯保証人と連
署の上、必要書類を揃えて左欄の締切日
までに財団事務局宛に郵送。

〈問い合わせ先〉
　〒972-8323
　福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
　電話：070-4166-1306
　メール：syougakukai@joban-kosan.com



奨学会名 出願条件等 奨学金支給額 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部1・2年生 ・給付月額 　マブチ国際育英財団のHPの

マブチ国際育英財団 　・　支給は1年間のみ（継続支給の可能性有り）  10万円(上限) 　「奨学金応募シート」より応募して

　ください。

※　応募資格は財団のHPで確認してください。 ・入学一時金 【応募期間】

（収入、成績、他奨学金との重複受給について制限あり） 30万 2021年4月1日（木）～4月16日（金）

https://isfw.mabuchi.or.jp/
（入学金納入1年生のみ）

教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について

https://isfw.mabuchi.or.jp/


奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益信託
池田育英会トラスト

〈課　程〉　学部、大学院
〈学　年〉　学部２年生以上、大学院は学年不問
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・愛媛県内の高等学校を卒業している者、または保護者が
愛媛県内に居住している者。
・学業、人物ともに優秀で経済的支援の必要な者。

〈支給期間〉　～正規の最短修業年限迄

※希望者は支給元概要や奨学金概要等、奨学会のHPでよ
く確認すること。https://www.iyobank.co.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

給与 17,000円

2021年3月22日(月)
～5月14日（金）必着

※直接公益信託池田育英
会トラスト事務局へ応募する

こと。

〈願書配付〉
伊予銀行HPからダウンロードしてくださ
い。　https://www.iyobank.co.jp/

〈申込受付〉
公益信託池田育英会トラスト
公益信託事務局
〒790-8514
松山市南堀端町１番地
伊予銀行　コンサルティング営業部
TEL：089-907-1062

2021年3月16日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

応募期間 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金額

2021年3月11日　本部奨学厚生課奨学チーム

一般財団法人
エイブル文化振興財
団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉  不問
〈学　部〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
・学業優秀、品行方正であり、かつ経済的な支援を必要とす
る者
・将来、グローバルに活躍する夢を持つ者
・採用された場合に財団が定めるレポート等を期日までに
提出できる者
・採用された場合に財団の行事に積極的に参加できる者

〈支給期間〉2021年度 1年間

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。 https://www.ablefoundation.or.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

給付
年額

100,000円

大学での
推薦書発行希望受付は
2021年5月17日17時〆

財団の
一次審査応募受付期間は
2021年4月1日～5月31日

〈応募方法〉
詳細は財団HPより確認すること。
 https://www.ablefoundation.or.jp/

※審査書類のうち『大学の推薦書』は、以
下のとおりメールにて発行希望を受け付
けます。

■発行希望方法（メール）
宛先：東京大学奨学厚生課民間奨学金担当
　　　syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
件名：【発行依頼】エイブル財団推薦書
本文：学籍番号、氏名
        奨学金を必要とする理由(100字程度)
　　　 推薦書発送希望先の住所 　を明記
■メール受付期限：2021年5月17日17時
■メール受信後、3営業日内にメール受信
通知をし、10営業日以内に推薦書原本を
希望住所へ発送いたします。送信後3営
業日が経っても受信通知が届かない場合
は、お電話にてご確認ください。（TEL 03-
5841-2536、受付平日9-17時）
■いかなる理由の場合も、期限後の依頼
には対応出来かねます。

〈問い合わせ先〉
財団HPの「よくある質問」を確認の上、不
明点がある場合は、財団HPのお問い合
わせフォームよりご確認ください。



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2021年3月9日　本部奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
ダイオーズ記念財団

〈課　程〉  学部、修士、博士
〈学　年〉　2021年4月時点で学部は2年生以上、
　　　　　　 大学院は学年不問
〈学部/研究科〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
・将来の夢を実現させるために挑戦する意欲を持った者、も
しくは様々な能力を伸ばそうという意欲のある者であり、財
団主催の報告会(年2回)に出席できる者。
・2021年4月2日時点で、満23歳以下の学部生(6年制課程は
25歳以下)、満33歳以下の大学院生。
・給与収入世帯の場合は、世帯合計所得400万円未満の
者。給与収入以外の世帯の場合は、自営業等その他所得
150万円未満の者。
・前年度までの成績GPAが3.00以上の者。
・学資の支弁が困難と認められる者。
・心身ともに優れている者。

〈支給期間〉～正規の最短修業期間まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

可

※修学支援
新制度の給
付奨学金・
授業料減免
ともに併給

可

※日本学術
振興会の特
別研究員併

給可。

給付 10,000円

大学での
推薦書サイン対応は

2021年5月13日(木)必着〆

財団WEBサイトでの
応募は

2021年5月27日(木)24時〆

〈応募方法〉
web登録とメール送付の両方が必要。
詳細は財団HPより要項を確認すること。
http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

※メール送付資料のうち『奨学生推薦書』
　の最下部については以下のとおり
　対応いたします。

■推薦書の学校証明欄のみ空欄のまま、
　作成の完了した“全てのメール送付資
　料”を大学へ郵送してください。
■送付の際は、学籍番号・氏名・返送希
　望先住所をメモ書きした付箋を同封し
　てください。
■送付先：〒113-8654
   東京都文京区本郷7-3-1
　 東京大学本部奨学厚生課
　 民間奨学金担当 宛
■期　日：2021年5月13日必着
■書類到着後、学校関係者直筆サイン
　欄を記入し(学校長名での証明はしま
　せん)、付箋に記載の住所へ書類一式
　を返送します。
■いかなる理由の場合も、期日後に到
　着した推薦書には対応出来かねます。
■推薦書の「将来性について」までの
　部分は、事前に指導教員やクラス担
　任の先生にご対応いただいてください。

〈問い合わせ先〉
　公益財団法人ダイオーズ記念財団
　東京都荒川区南千住1-13-13
  info@daiohs-zaidan.or.jp



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

奨学金支給額 財団の申込締切日 応募方法

公益財団法人 　・　教養学部 ○　日本学生支援機構 【　月　額　】 財団のホームページより申請書類を

サカタ財団 　2021年4月 新2年生 給付・貸与ともに可 給付 ： 70,000円 2021年5月21日（金） ダウンロードしてください。

○　それ以外の奨学金

　　推薦書は各自が授業を 不　可 　https://sakatazaidan.or.jp/

　　受けている先生に依頼

　　して作成してください。 ※サカタ財団応募者は

　　奨学資金チームでは 　学内選考のある大学推薦

　　発行いたしません。 　の民間奨学会には応募 〈提出先〉

　できません。 公益財団法人 サカタ財団　事務局

2021年3月4日 教養学部学生支援課奨学資金チーム

直接応募の奨学金について



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込期間 応募方法

公益財団法人
芸備協会

〈課　程〉　学部・大学院
〈学　年〉　不問
〈学部/研究科〉　不問

〈その他〉
・広島県内の高等学校もしくは中学校を卒業している者。
・経済的理由により修学が困難である者。
・学習状況が良好である者。

〈支給期間〉
～正規の最短修業年限まで

〈返還方法〉
貸付終了後、1年間の猶予期間後に、10年間以内で奨学生
本人が選択した方法（半年賦・年賦）により全額返還。貸付
利息は無利息。事情により返還が困難な場合は、返還猶予
等の制度あり。

※希望者は協会概要や奨学金概要等、協会HPでよく確認
すること。　http://geibi-kyoukai.com/

可

※修学支援
新制度の授
業料減免、
給付型奨学
金ともに併

給可。

貸与 20,000円 2021年4月1日～6月21日

協会HPより提出書類をダウンロードし、必
要書類を全て揃え、左記期日までに提
出。

〈申込受付〉
公益財団法人芸備協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目2-8
虎ノ門琴平タワー22階
広島県東京事務所内
TEL：03-3580-0851
FAX:03-5511-8803
E-mai: ｇｅｉｂｉ＠ｓｋｙ．ｂｂｅｘｃｉｔｅ．Ｊｐ
HP:http://geibi-kyoukai.com/

2021年2月22日　本部奨学厚生課奨学チーム

直接応募の奨学金について

奨学金月額



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2021年2月22日　本部奨学厚生課奨学チーム

公益財団法人
戸部眞紀財団
（公募型）

〈課 　程〉  学部、修士、博士　（専門職を除く）
〈学 　年〉　学部3年生以上、大学院生の学年不問
〈学部・研究科〉　不問

〈国籍等〉 日本人及び同等の権利を有する者（永住者・日本
人の配偶者・永住者の配偶者・定住者等）。留学生の希望
者は、国際支援課へご確認ください。

〈その他〉
・2021年4月1日現在で30歳以下の者。
・化学、食品科学、芸術学、デザイン学、体育学、スポーツ
科学、経営学の分野で修学している者。
・向学心に富み、学業優秀であり、且つ、品行方正である
者。
・学資の支弁が困難であると認められる者。
・奨学金を得ることで学業や研究により一層の深化、発展が
期待される者。
・標準修業年限での卒業が2022年3月以降の者。
・8月29日(日)～30日(月)に1泊2日で開催予定の奨学生交
流会に必ず出席できる者。(感染症の状況によってはオンラ
イン開催に変更となる可能性あり。)

〈支給期間〉 2021年4月～2022年3月　（支給期間終了後、
審査を実施し、1年間を限度に継続を認める場合あり。）

〈併給条件〉
・他の給付型奨学金と併給する場合は、支給額が半額とな
る可能性あり。
・大学独自奨学金、日本学生支援機構の新制度給付奨学
金、授業料減免等は併給制限に該当しません。
・日本学術振興会特別研究員採用者は給付金額が半額と
なります。

※直接応募とは別に、大学推薦による応募も行います。大
学推薦の詳細は、2月末に内部選考のページでご案内予定
です。
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。https://tobe-maki.or.jp/scholarship/

可

※左欄の併
給条件より
詳細を確認
すること。

給付 5万円
2021年5月11日(火）

書類必着

〈応募方法〉
財団HPで氏名など基本情報を登録
https://tobe-maki.or.jp/scholarship/
　　↓
財団より願書ダウンロード先アドレスの連
絡
　　↓
様式ダウンロードの上、必要書類を提出

〈書類提出先及び連絡先〉
　〒540-0021
　大阪府大阪市中央区大手通3-2-21
  公益財団法人戸部眞紀財団事務局



奨学金名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

ユリウス・シュプリン
ガー奨学金

〈対象〉  2021年度現役大学生、大学院生

・新型コロナウィルスの影響で親の収入が激減するなどの
理由で、経済的事由により修学の継続が困難な者。
・品行方正で学習意欲が高く、修学の継続を希望している
者。

〈支給〉
2021年7月中に一括振込

※希望者は奨学金概要等、下記HPでよく確認すること。
https://www.ruconsortium.jp/soshiki/4/477.html

可 給付
一括

12,500ユーロ
(約150 万円)

2021年5月10日

下記HPから応募要項等を確認の上、指
定の応募サイトより必要情報を入力およ
び書類をアップロード。

https://www.ruconsortium.jp/soshiki/4/477.html

〈問い合わせ先〉
シュプリンガー・ネイチャー・グループ
ユリウス・シュプリンガー・チャリティー基
金選考係
メールアドレス：
charity2021@springernature.com

直接応募の奨学金について

奨学金額

2021年2月18日　本部奨学厚生課奨学チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
キーエンス財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2021年4月新入学者
〈学　部〉  不問 （但し、4年制の学部学科生に限る。）

〈その他〉
・2021年4月1日現在、20歳以下の者。
・他の給付奨学金を受給する予定のない者。
・日本学生支援機構の修学支援制度による授業料減免は
可。
　（ただし給付奨学金については停止の手続きを取ること）
　
※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。
https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship01/

給付奨学金
は不可

※キーエンス
財団応募者は
学内選考のあ
る大学推薦の
民間給付奨学
金には応募で

きません。

給付
月額
8万

 Web登録
　2021年2月1日（月）
　 ～4月9日（金）午前10時

※上記募集期間は、2021年
1月末時点での「予定」です。
最新情報は都度財団HPか
らご確認ください。

財団HP上にて必要事項を登録。
　↓
Web登録情報をもとに選考審査を行い、4
月中旬に書類提出者を決定。
　↓
書類提出対象者の中から最終的な採用
者を決定。

〈問い合わせ先〉
財団HPの「よくある質問」を確認後、記載
のない質問があれば同HPの「お問い合わ
せ」よりご確認ください。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2021年3月15日　教養学部学生支援課奨学資金チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

募集期間 応募方法

公益財団法人
キーエンス財団
「がんばれ！日本の
大学生」応援給付金

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2021年4月新2,3,4年生
〈学　部〉  不問 （但し、4年制の学部学科生に限る。）

〈その他〉
・2021年4月1日現在、23歳以下の者。
・最短修業年限にて卒業の見込みがある者。
・昨年までの「がんばれ！日本の大学生」応援給付金を受
給していない者。
・当財団の奨学生ではない者。
・勉学に励み、目標をもって頑張っている者。

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。
 https://www.keyence-foundation.or.jp/scholarship02/

※同財団では「応援給付金(新2,3,4年生対象)」とは別に、
「給付型奨学金(新1年生対象)」も実施しています。対象者
は財団HPからご確認ください。新1年生対象分は募集期間
や併給条件などの内容が異なりますのでご注意ください。

可 給付
一括
30万

 Web登録
　2021年3月8日（月）
　 ～5月7日（金）午前10時

※上記募集期間は、2021年
1月末時点での「予定」です。
最新情報は都度財団HPか
らご確認ください。

財団HP上にて必要事項を登録。
　↓
Web登録情報をもとに選考審査を行い、6
月上旬に書類提出者を決定。
　↓
書類提出(～6月24日消印有効) 対象者の
中から最終的な採用者を決定。

〈問い合わせ先〉
財団HPの「よくある質問」を確認後、記載
のない質問があれば同HPの「お問い合わ
せ」よりご確認ください。

直接応募の奨学金について

奨学金額

2021年2月2日　本部奨学厚生課奨学チーム



奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 応募方法

公益財団法人
野島財団

〈課　程〉  学部
〈学　年〉　2021年4月時点で学部2，3年生
〈学　部〉  不問
〈国籍等〉 不問

〈その他〉
学業に対して熱意を持って取組、社会に対する貢献意欲の
高い者。

〈支給期間〉2021年4月より正規の学士課程修了月まで

※希望者は財団概要や奨学金概要等、財団HPでよく確認
すること。  http://foundation.nojima.co.jp

１次選考－WEB選考（選考結果は5月15日以降順次通知）
２次選考－面接選考（5月29日にWEB面接を予定）

給付奨学金
不可

貸与奨学金
授業料減免

可

※修学支援
新制度との
併用を希望

する場合は、
給付奨学金
の停止が必

要です。

給付 50,000円 2021年4月30日(金）

〈応募方法〉
財団WEBサイトからエントリー。
3月1日にエントリー開始と同時に専用サ
イトが公開となります
http://foundation.nojima.co.jp

〈問い合わせ先〉
   〒220-6126
   横浜市西区南幸1-1-1
   JR横浜タワー25階
　株式会社ノジマ内
　公益財団法人野島財団事務局
　　ＴＥＬ：050-3116-2525
    Ｍａｉｌ：nojima-foundation@nojima.co.jp

直接応募の奨学金について

奨学金月額

2021年1月29日　本部奨学厚生課奨学チーム


